
小樽商科大学 卒業論文 （昭和60年度）

年度 番号 　論 題 （Theme） 備考

昭和60 7047 1970年代以降におけるｱﾒﾘｶ製造業の国際競争力低下の原因分析
昭和60 7048 両大戦期ｲｷﾞﾘｽ産業復興と国際収支の分析
昭和60 7049 「重商主義ｼｽﾃﾑの考案者」としてのｲｷﾞﾘｽ初期産業資
昭和60 7050 ｲｷﾞﾘｽ重商主義研究－東ｲﾝﾄﾞ貿易をめぐる二つの論争について－
昭和60 7051 ﾏｰﾁｬﾝﾄ･ﾊﾞﾝｶｰｽﾞの歴史と現状
昭和60 7052 国際金本位制とｲｷﾞﾘｽ
昭和60 7053 19世紀末ｲｷﾞﾘｽ「大不況」に関する一考察
昭和60 7054 ﾖｰﾛｯﾊﾟ共同体の成立とｲｷﾞﾘｽ加盟に関する一考察
昭和60 7055 ｲｷﾞﾘｽ穀物法論争とその背景
昭和60 7056 前期ｻﾙﾄﾙ哲学の研究
昭和60 7057 ｳﾞｧｲﾏﾙ期のﾄﾞｲﾂ資本主義
昭和60 7058 19世紀末におけるｲｷﾞﾘｽ資本主義のﾚﾝﾄﾅｰ化
昭和60 7059 ゛市場の失敗″の要因　公共財・外部効果の存在
昭和60 7060 石油をめぐる世界経済昭和60 7060 石油をめぐる世界経済
昭和60 7061 通貨価値の発生とその形態の変化
昭和60 7062 ｽﾀｸﾞﾌﾚｰｼｮﾝ
昭和60 7063 日米経済摩擦に起因する農産物市場開放問題について
昭和60 7064 消費需要方程式
昭和60 7065 産業連関分析の静学理論
昭和60 7066 ｶﾞﾙﾌﾞﾚｲｽ経済学について
昭和60 7067 発展途上国における累積債務危機と今後の対応
昭和60 7068 ﾐｸﾛ経済学における需要理論の考察
昭和60 7069 日米経済関係の展望－日米通商摩擦におけるｱﾒﾘｶ経済の分析
昭和60 7070 発展途上国の経済と貿易
昭和60 7071 厳密でない方程式による静学理論
昭和60 7072 日米貿易摩擦・両国の見方
昭和60 7073 中国経済概況－対外開放政策下の諸問題－
昭和60 7074 緑の革命
昭和60 7075 ｲﾝﾌﾚ ｼｮﾝとｹｲﾝｽﾞ経済学昭和60 7075 ｲﾝﾌﾚｰｼｮﾝとｹｲﾝｽ 経済学
昭和60 7076 医療の経済学的分析
昭和60 7077 日本の経済協力
昭和60 7078 日本における農業問題　-その食糧事情-
昭和60 7079 日本の直接投資
昭和60 7080 日米貿易摩擦と製品輸入
昭和60 7081 産業内貿易についての考察

昭和60 7082
ソ連の経済成長と対西側貿易の重要性－資本係数から技術導入の必要

昭和60 7082
性を考察－

昭和60 7083 太平洋の時代－西太平洋地域の成長性について－
昭和60 7084 世界恐慌と日米経済政策
昭和60 7085 一世風靡摩擦－幕末における薩摩藩の台頭－
昭和60 7086 幕末開国と対外貿易
昭和60 7087 ええじゃないか
昭和60 7088 明治維新と天皇制
昭和60 7089 長州諸隊の脱退騒動昭和60 7089 長州諸隊の脱退騒動
昭和60 7090 幕末維新期における英仏の対日政策
昭和60 7091 北海道におけるｱｲﾇ民族の軌跡
昭和60 7092 地方公共ｻｰﾋﾞｽの効率的供給　-近経的ｱﾌﾟﾛｰﾁ-
昭和60 7093 公共財と政府の効率性について
昭和60 7094 公債による財源調達に伴う問題
昭和60 7095 金融の自由化　-金利自由化と金融政策-
昭和60 7096 公共部門における非効率性の考察
昭和60 7097 無税国家論の考察
昭和60 7098 現代日本における医療・年金制度と財政に関する一考察
昭和60 7099 多変量解析の手法とそのﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ
昭和60 7100 The Role of Japan in Pan Pacific Economic Area.
昭和60 7101 現代の国際金融
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年度 番号 　論 題 （Theme） 備考

昭和60 7102 ごみ問題
昭和60 7103 発展途上国の開発戦略　-経済格差是正のための助言-
昭和60 7104 環境政策の展望
昭和60 7105 ｶﾞﾙﾌﾞﾚｲｽﾞ経済学－ｱﾒﾘｶ資本主義の移り変り－
昭和60 7106 ｱﾒﾘｶ経済の回顧と将来の見通し－1960年から2000年まで－
昭和60 7107 ｲｷﾞﾘｽ労働組合運動の歴史的考察
昭和60 7108 日米経済摩擦の真因と今後の予測
昭和60 7109 文明の衰亡と日本との比較
昭和60 7110 農産物貿易問題と保護主義
昭和60 7111 第3の危機－核戦略と軍事費－
昭和60 7112 日本の海外直接投資－ｱｼﾞｱ途上国に与える影響－
昭和60 7113 技術革新とその影響
昭和60 7114 人口問題への対応
昭和60 7115 累積債務問題と国際金融不安昭和60 7115 累積債務問題と国際金融不安
昭和60 7116 労働時間と余暇についての一考察－その現状・原因・対策－
昭和60 7117 金融の情報化時代におけるｴﾚｸﾄﾛﾏﾈｰ－金融自由化によせて－
昭和60 7118 ｱﾒﾘｶの金融自由化と銀行
昭和60 7119 金融先物時代
昭和60 7120 近代ｱﾒﾘｶ型生命保険業の生成と発展
昭和60 7121 北海道経済を考える　-自立経済への方向性-
昭和60 7122 ﾛｲｽﾞ－知られざる世界最大の保険市場－
昭和60 7123 ｱﾒﾘｶの中のmade in japan 商品-貿易摩擦の中で-
昭和60 7124 米穀管理制度の変遷と自由米発生の経済的必然性
昭和60 7125 企業の金融行動と短期金融市場
昭和60 7126 経済援助の変遷と我国に於ける今後の展望
昭和60 7127 ﾀｸｼｰ乗り場問題におけるｺﾝﾋﾟｭｰﾀ・ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝと待ち行列理論の応用
昭和60 7128 食堂問題におけるｺﾝﾋﾟｭｰﾀ・ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝの応用

昭和60 7129
ｽｰﾊﾟｰﾏｰｹｯﾄﾓﾃﾞﾙにおけるｺﾝﾋﾟｭｰﾀ・ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ理論および待ち行列理論
の応用の応用

昭和60 7130 現金自動支払機ﾓﾃﾞﾙにおけるｺﾝﾋﾟｭｰﾀ・ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝの応用
昭和60 7131 待ち行列理論とｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰによる解析－公衆電話ﾓﾃﾞﾙ－
昭和60 7132 日本的経営の研究（上）（下）
昭和60 7133 日本的経営の研究（下）
昭和60 7134 国内家電市場における゛新興企業ｿﾆｰ″の経営戦略
昭和60 7135 ﾀﾞｲｴｰの垂直統合と多角化の戦略について
昭和60 7136 ﾀﾞｲｴｰの地域的分散による拡大について
昭和60 7137 ｽﾚｯﾄﾞ･ﾆｰﾄﾞﾙ街の老貴婦人－ｲﾝｸﾞﾗﾝﾄﾞ銀行－
昭和60 7138 日本電信電話株式会社の成立とその影響
昭和60 7139 中国企業の管理制度
昭和60 7140 現代における人間関係論的視座の確認
昭和60 7141 日本企業の海外進出
昭和60 7142 日本の大企業－その成立から発展まで－
昭和60 7143 現代の日本の4大広告媒体
昭和60 7144 日本的経営－労使関係を中心として－昭和60 7144 日本的経営－労使関係を中心として－
昭和60 7145 金融自由化と銀行
昭和60 7146 ｺｽﾄ低減のための組織的活動
昭和60 7147 電力会社における料金特性
昭和60 7148 多国籍企業の商社参加型合弁形態
昭和60 7149 資産評価論　-特に棚卸資産の低価主義について-
昭和60 7150 会計公準論に関する考察　-特に史的考察を中心として-
昭和60 7151 会計機能と会計情報理論
昭和60 7152 会計ﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰ・ｼｽﾃﾑ
昭和60 7153 会計測定の基礎構造
昭和60 7154 成熟型消費者行為－現代消費者行動への主観的アプローチ－

昭和60 7155
成熟市場における企業の差別化戦略について－CIの発生からCCへの発
展－

昭和60 7156 消費者心理と広告計画
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年度 番号 　論 題 （Theme） 備考

昭和60 7157 自動車産業におけるC・I戦略と広告研究－ﾄﾖﾀ・日産・本田の戦略－

昭和60 7158
情報社会における流通戦略　－ダイレクトマーケティングとホームショッピング
を包括して－

昭和60 7159 情報化社会の到来
昭和60 7160 CI　-時代別CI考証-
昭和60 7161 広告表現と法規制

ﾞ
昭和60 7162

高度情報社会における銀行の経営戦略　-銀行のEB化とﾆｭｰﾒﾃﾞｨｱの将来
性-

昭和60 7163 消費・商品・広告の変化　-記号論による広告、消費構造の分析-
昭和60 7164 銀行CI戦略
昭和60 7165 現代社会とｴﾝﾄﾛﾋﾟｰ
昭和60 7166 記号論における記号の意味作用と広告
昭和60 7167 現代ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞにおける広告－広告計画の構造及び立案の実際－
昭和60 7168 広告の本来的機能と異化表現昭和60 7168 広告の本来的機能と異化表現
昭和60 7169 広告と機能と効果
昭和60 7170 科学的管理法とその影響－ﾘﾁｬｰﾄﾞ・ｴﾄﾞﾜｰｽﾞとﾌﾞﾚｨｳﾞｧﾏﾝを巡って－

昭和60 7171
労働市場分断と労働の衰退にみる「労働の場」の一考察　-H.ﾌﾞﾚｲｳﾞｧﾏﾝと
R.ｴﾄﾞﾜｰｽﾞをめぐって-

昭和60 7172 現代資本主義における巨大企業と不生産的労働者

昭和60 7173
ｱﾒﾘｶ労働者階級分化論及び国家独占資本主義下に於けるﾃﾞﾓｸﾗｼｰに関
する若干の考察

昭和60 7174 科学的管理の歴史的位置づけ昭和60 7174 科学的管理の歴史的位置づけ。
昭和60 7175 差別によって隠された関係　-ﾌﾞﾚｲｳﾞｧﾏﾝとｴﾄﾞﾜｰｽﾞをめぐって-
昭和60 7176 世紀転換期における組織的労働運動と独占資本
昭和60 7177 歴史とﾊﾞｰﾅｰﾄﾞ
昭和60 7178 CVP分析の拡張
昭和60 7179 主成分分析による財務指標の総合化と企業評価
昭和60 7180 不確実性下のCＶP分析
昭和60 7181 人的資源会計情報と認知特性昭和 人的資源会計情報と認知特性
昭和60 7182 日本的経営の国際性
昭和60 7183 職務満足－影響要因としての価値の研究－
昭和60 7184 ﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟの有効性に関する提言
昭和60 7185 集団の有効性
昭和60 7186 離職のﾌﾟﾛｾｽ
昭和60 7187 経営者の有効性
昭和60 7188 直接原価計算
昭和60 7189 損益計算原則に関する 考察昭和60 7189 損益計算原則に関する一考察
昭和60 7190 企業の社会的責任の遂行
昭和60 7191 ｲﾝﾌﾚｰｼｮﾝ会計と英国におけるその実践例
昭和60 7192 複式簿記の生成と発展　-代理人簿記と資本主義簿記の意義-
昭和60 7193 わが国における連結財務諸表制度の特徴と問題点
昭和60 7194 持分法に関する一考察
昭和60 7195 ｱﾒﾘｶにおける資金計算書の歴史的変遷
昭和60 7196 ｲﾝﾌﾚｰｼｮﾝ会計昭和60 7196 ｲﾝﾌﾚ ｼｮﾝ会計
昭和60 7197 期間損益計算・取得原価主義の枠内で捉えた低価主義の理論性
昭和60 7198 外部環境分析　－顧客及び競争者分析と産業分析について－
昭和60 7199 消費者行動論
昭和60 7200 ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ・ﾓﾃﾞﾙ　－生産者意思決定へのｼｽﾃﾑ接近－
昭和60 7201 戦略的経営と外部環境評価
昭和60 7202 流通ﾁｬﾝﾈﾙ・ｼｽﾃﾑにおけるﾊﾟﾜｰ構造の形成と対立制御
昭和60 7203 競争戦略概念にもとづくｴﾘｱ･ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ戦略について
昭和60 7204 ﾌﾞﾗﾝﾄﾞﾛｲﾔﾘﾃ 形成ﾌﾟﾛｾｽおよびﾌﾞﾗﾝﾄﾞ多様化戦略におけるｲﾒ ｼﾞについて昭和60 7204 ﾌ ﾗﾝﾄ ﾛｲﾔﾘﾃｨ形成ﾌ ﾛｾｽおよびﾌ ﾗﾝﾄ 多様化戦略におけるｲﾒｰｼ について
昭和60 7205 流通ﾁｬﾝﾈﾙ問題について－流通ﾁｬﾝﾈﾙ論の系譜からの考察－
昭和60 7206 現代のﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞにおけるﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ・ﾘｻｰﾁのあり方
昭和60 7207 消費者行動論
昭和60 7208 ﾏｸﾛﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞにおける考察
昭和60 7209 ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞにおけるﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ活動の役割とその効果
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昭和60 7210 財務諸表分析
昭和60 7211 ﾘｰｽ会計－わが国のﾕｰｻﾞｰにおけるﾘｰｽ資産の会計上の取扱いについて
昭和60 7212 外貨換算会計
昭和60 7213 時価主義会計論
昭和60 7214 深井商店の会計
昭和60 7215 資金会計－財務諸表としての資金計算書－
昭和60 7216 人的資源会計論－人的貢献度会計をめざして－
昭和60 7217 余市におけるｱﾙｺｰﾙ飲料関連産業の発達要因
昭和60 7218 「いじめ」の実態調査と分析
昭和60 7219 株式会社ﾘｸﾙｰﾄの社会心理学的背景についての考察
昭和60 7220 小樽におけるﾜｲﾝ産業の成立とわが国のﾜｲﾝ産業がかかえる問題につい
昭和60 7221 精神分裂病と犯罪
昭和60 7222 日本におけるｳｲｽｷｰ産業発生の背景とその特質について
昭和60 7223 ｱﾙｺ ﾙ過剰摂取による犯罪昭和60 7223 ｱﾙｺｰﾙ過剰摂取による犯罪
昭和60 7224 いじめ現象における社会病理的背景とその要因
昭和60 7225 内田ｸﾚﾍﾟﾘﾝ精神検査とYG検査における性格診断の事例研究
昭和60 7226 株主総会決議取消の訴における訴の利益
昭和60 7227 非上場株式の評価
昭和60 7228 小規模株式会社における商法第204条第2項をめぐる問題点と解決方向
昭和60 7229 取締役の競業避止義務違反における介入権行使の効果
昭和60 7230 表見代表取締役の手形行為
昭和60 7231 取締役の報酬
昭和60 7232 学校事故と国家賠償責任
昭和60 7233 処分後の事情変更と訴えの利益
昭和60 7234 公の営造物の設置，又は管理の瑕疵について
昭和60 7235 交通検問の適法性
昭和60 7236 予防接種事故補償の性質
昭和60 7237 行政事件訴訟の限界
昭和60 7238 給与所得における必要経費について昭和60 7238 給与所得における必要経費について
昭和60 7239 行政指導－具体的事例を通して－
昭和60 7240 公務員の不作為と国家賠償責任
昭和60 7241 日本における被害者の救済
昭和60 7242 印鑑証明における国家賠償責任
昭和60 7243 法廷における写真撮影について
昭和60 7244 酒税法の問題点
昭和60 7245 名誉・ﾌﾟﾗｲﾊﾞｼｰと表現の自由ﾗ 表
昭和60 7246 廃棄物処理に関する一考察
昭和60 7247 企業の不法行為における無過失責任主義の意義
昭和60 7248 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰｿﾌﾄｳｪｱの法的保護
昭和60 7249 受領遅滞　-その本頂と受領負担との関係-

昭和60 7250
不法行為にもとづく損害賠償の範囲－不法行為にもとづく損害賠償の範囲
－416条の類推適用の可否－

昭和60 7251 預金者の認定
手形貸付債権および手形買戻請求権と転付された預金債権とを相殺した

昭和60 7252
手形貸付債権および手形買戻請求権と転付された預金債権とを相殺した
場合の相殺済手形の返還先

昭和60 7253 法定相殺と相殺予約の対外的効力
昭和60 7254 不動産譲渡担保の対外的効力
昭和60 7255 官公労働者の争議禁止規定とその代償措置
昭和60 7256 便宜供与
昭和60 7257 現代日本におけるﾊﾟｰﾄﾀｲﾑ労働の現状
昭和60 7258 男女雇用機会均等法の成立と効果
昭和60 7259 混合組合の法的地位
昭和60 7260 36協定と時間外労働義務
昭和60 7261 複数組合依存と不当労働行為
昭和60 7262 労働時間法制の歴史及びその理論
昭和60 7263 ｶﾞｯﾄ第19条ｾｰﾌｶﾞｰﾄﾞの法的枠組とその問題点
昭和60 7264 貸ﾚｺｰﾄﾞ問題と著作権法
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昭和60 7265 GATTと開発途上国
昭和60 7266 医療過誤訴訟における証明妨害
昭和60 7267 訴訟告知の目的
昭和60 7268 「判決効拡張論」の再考察　-身分判決を通して-
昭和60 7269 必要的共同訴訟について　-共同所有関係をめぐる訴訟を中心に-
昭和60 7270 民事訴訟における訴訟促進
昭和60 7271 既判力の客観的範囲－いわゆる争点効理論－
昭和60 7272 弁護士報酬制度とその問題点
昭和60 7273 民事調停と国民性
昭和60 7274 国際判例の研究　1巻（7275,7276,7277も見よ）
昭和60 7275 国際判例の研究　2巻（7274,7276,7277も見よ）
昭和60 7276 国際判例の研究　3巻（7274,7275,7277も見よ）
昭和60 7277 国際判例の研究　4巻（7274,7275,7276も見よ）
昭和60 7278 核兵器廃絶に向けて昭和60 7278 核兵器廃絶に向けて

昭和60 7279
医療上の自己決定権をめぐる一考察　－信仰上の理由による輸血拒否を
素材として－

昭和60 7280 憲法と政党
昭和60 7281 定数不均衡と選挙権の平等
昭和60 7282 いわゆる環境権に関する考察
昭和60 7283 刑法175条の違憲性と現代的課題

昭和60 7284
いわゆる靖国神社問題について　－政教分離政策との関連における問題

昭和60 7284
－

昭和60 7285 障害に基づく目的論としての区別批判　－区別の制度化と社会的不利－
昭和60 7286 知る権利の概念とその法的根拠
昭和60 7287 名板貸人の責任に関する一考察
昭和60 7288 電気通信事業と競争政策
昭和60 7289 規制産業の研究　-石油精製業　石油精製業における規制と競争-
昭和60 7290 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ・ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの法的保護

昭和
定理の自動証明ｼｽﾃﾑのｼﾐｭﾚｰﾀの試作－述語論理型言語Ｐｒｏｌｏｇによる

昭和60 7291
定理の自動証明ｼｽﾃﾑのｼﾐｭﾚ ﾀの試作 述語論理型言語Ｐｒｏｌｏｇによる
ｱﾌﾟﾛｰﾁ-

昭和60 7292 Utilisp,TAOへのREDUCEの移植
昭和60 7293 整数計画法による最適径路問題－国内旅行における一考察－
昭和60 7294 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ産業における日米摩擦　-その現状と今後-
昭和60 7295 ﾍﾞｰｽﾎﾞｰﾙ・ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ　-大学野球の場合-
昭和60 7296 ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝｽﾞ･ﾘｻｰﾁ　-その実践と現状と今後-
昭和60 7297 Societal　Systems－ISM法の手順について－
昭和昭和60 7298 The Logic of Ｐｒｉｏｒｉｔｉｅｓ
昭和60 7299 ｼｽﾃﾑｽﾞ･ｱﾌﾟﾛｰﾁ－構造分析の手法－
昭和60 7300 ﾊﾟｽｶﾙによるﾀﾞｲﾅﾓ・ｺﾝﾊﾟｲﾗの作成
昭和60 7301 ｼﾝﾌﾟﾚｸｽ法によるｼｽﾃﾑの最適化

昭和60 7302
「Societal Systems」の和訳による社会的問題解決への基礎的ｱﾌﾟﾛｰﾁの方
法

昭和60 7303 高度情報化社会の展望
昭和60 7304 情報化、ﾊｲﾃｸ社会の現状と問題点昭和60 7304 情報化、ﾊｲﾃｸ社会の現状と問題点
昭和60 7305 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ社会の構造と盲点
昭和60 7306 INS構想の現状と展望－現体制にINS構想をいかに取り組むか－
昭和60 7307 企業組織と情報戦略－その基礎理論の展開－

昭和60 7308
経営戦略としての企業ｵｰﾄﾒｰｼｮﾝ-多品種少量生産企業のOAとFAに関し
て-

昭和60 7309 情報化社会論序説-その生成過程と将来の課題を中心に-

昭和60 7310
ｴﾚｸﾄﾛﾆｯｸ･ﾊﾞﾝｷﾝｸﾞにおける研究開発と経営戦略　-そのﾈｯﾄﾜｰｸとｼｽﾃﾑ
投資展望を中心として投資展望を中心として-

昭和60 7311 意志決定とArtificｉal Intelligence

昭和60 7312
ネットワーク・システム（Lan/Van/Ins）の現状と将来　－流通におけるﾈｯﾄ
ﾜｰｸｼｽﾃﾑ－

昭和60 7313 オフィス・オートメーション　－その概念とOA化のアプローチ－
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昭和60 7314
意思決定支援ｼｽﾃﾑ設計ｱﾌﾟﾛｰﾁ　-有効なﾏﾝ・ﾏｼﾝｼｽﾃﾑの利用形態に関
する考察-

昭和60 7315 情報ﾈｯﾄﾜｰｸ社会の光と影-真の情報化社会の確立をめざして-
昭和60 7316 ﾘﾆｱﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞによる在庫問題－分解原理の適用－
昭和60 7317 長期生産計画問題の理論的考察-F.modigliguiの理論を中心として-
昭和60 7318 一般化されたｽﾀｲﾅｰ問題の解法
昭和60 7319 分枝限定法による0-1ﾅｯﾌﾟｻｯｸ問題の解法
昭和60 7320 二次計画問題とその解法
昭和60 7321 ｹｲﾝｽﾞ経済学のﾐｸﾛ経済学的考察－非自発的失業を中心にして－
昭和60 7322 ﾎﾞｱｿﾝ到着・指数ｻｰﾋﾞｽ型の待ち行列ﾓﾃﾞﾙの考察
昭和60 7323 ﾈｯﾄﾜｰｸ問題の基礎的研究
昭和60 7324 A STUDY OF THE POETICAL ARTS OF JOHN KEATS
昭和60 7325 A Study of Keat's Imagination
昭和60 7326 A Study of Poems aｓ used for English Teaching昭和60 7326 A Study of Poems aｓ used for English Teaching
昭和60 7327 A Study On Steiｎbeck's of ｍice and men
昭和60 7328 Salinger's Nice World.
昭和60 7329 THE PROCESS OF REBIRTH:A STUDY ON "SEIZE THE DAY"
昭和60 7330 The Inevitability ｏｆ a Fisherman and the Mind of the Old Man.
昭和60 7331 Natural Forces in Wuthering Heights
昭和60 7332 Hemingwey's Short Stories:an Interpretation
昭和60 7333 日本的企業経営と武道精神の関連性

昭和60 8338
現代官僚的管理における賃銀構造　－H.ﾌﾞﾚｲｳﾞｧﾏﾝとR.ｴﾄﾞﾜｰｽﾞの所論を
めぐって－

昭和60年度
提出番号
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